
 

 

 

 
 

第 77 回国民体育大会 

会期前実施競技 
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      公益財団法人 広島県スポーツ協会 







水泳（競泳）

監督　　　　　 　　　　 ２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

監督 永田　和久 67 (有)広島ミドリスイミングクラブ

〃 松村　　繁 53 フジタドルフィンクラブ

成年男子　　　　　　選手５名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 渡辺　隼斗 29 自衛隊体育学校 平泳ぎ100ｍ、リレー

〃 西田　拓郎 21 神奈川大学 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100ｍ、自由形100ｍ、リレー

〃 眞鍋　嵐士 20 東洋大学 背泳ぎ100ｍ、リレー

〃 森政　祥人 21 福岡大学 自由形 400ｍ

〃 白石　崇大 21 早稲田大学 個人メドレー 200ｍ、リレー

少年男子　　　　　　選手６名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 山根　聡太 18 広島市立沼田高等学校 A個人メドレー 400ｍ

〃 和久井陽介 18 　　　〃 A自由形 100ｍ、400ｍ

〃 柴村　悠真 15 修道高等学校 B背泳ぎ 100ｍ

〃 藤井　祐志 16 広島市立沼田高等学校 B個人メドレー 200ｍ

〃 瀬尾日々輝 15 修道高等学校 B自由形 100ｍ

〃 上田　　諒 16 　　　〃 B自由形 400ｍ

少年女子　　　　　　選手４名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 重松万唯花 18 呉港高等学校 A自由形 100ｍ

〃 下田　彩葉 17 崇徳高等学校 A自由形 50ｍ

〃 山本　優羽 15 　　　〃 B個人メドレー 200ｍ

〃 園田　美穂 15 広島市立中広中学校 B背泳ぎ 100ｍ

水泳（飛込）

監督                    １名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

監督 内藤　直樹 50 (公財)福山市スポーツ協会

成年男子　        　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 吉澤　有馬 23 福山プラザホテル 飛板飛込、高飛込

成年女子　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 森淵茉莉愛 23 広島日野自動車 飛板飛込、高飛込

少年男子　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 飯山　幹太 16 広島県立神辺高等学校 飛板飛込

少年女子　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 三島友莉恵 16 広島県立福山誠之館高等学校 飛板飛込、高飛込

水泳（アーティスティックスイミング）

少年女子　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

監督 土井　雅夫 63 （一財）広島県水泳連盟

選手 比嘉　もえ 14 広島市立観音中学校

〃 吉川　美波 18 広島県瀬戸内高等学校

水泳（オープンウォーター）

監督　　　　　　　　　　 1名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

監督 沖野　浩明 49 広島県立宮島工業高等学校（教）



男子　　　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 時川　叶夢 20 日本体育大学

女子　　　　　　　　選手１名

区分 氏　名 年齢 勤務先・学校名 備　　　考

選手 岡田　知花 19 広島大学

体操（競技）

成年女子　監督１名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　　考

監督 和泉　　司 40 スマイル体操スクール

選手 川本　朋佳 20 駒澤大学

〃 神藤　綾花 19 日本大学

〃 舟橋　弥里 20 日本女子体育大学

〃 箱﨑　若葉 19 武庫川女子大学

〃 梅木　唯伊 20 日本大学

少年男子　監督１名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　　考

監督 渡邉　稔宜 44 崇徳中学高等学校（教）

選手 川野　純茂 18 崇徳高等学校

〃 本宮　颯人 15 　　〃

〃 中野　滉太 17 　　〃

〃 沖本　智也 18 　　〃

〃 服部　了誓 16 　　〃

少年女子　監督１名　選手５名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　　考

監督 渡邊 由樹 29 ㈱ケイアイスポーツ　ジャンピング体操スクール

選手 中野 愛子 18 山陽女学園高等部

〃 神藤 璃名 17 広島修道大学ひろしま協創高等学校

〃 國武 弥都 17 山陽女学園高等部

〃 國武弥由妃 14 山陽女学園中等部

〃 石田 莉子 14 福山暁の星女子中学校

バレーボール（ビーチバレーボール）

少年男子　監督１名　選手２名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　　考
監督 栗栖　泰裕 54 広島県ビーチバレー連盟
選手 中田　陽大 18 広島県瀬戸内高等学校
〃 中江　　礼 16 　　〃

少年女子　監督１名　選手２名
区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　　考
監督 廣田　洋平 39 広島県立高陽東高等学校（教）
選手 友原　美優 18 広島桜が丘高等学校
〃 竹内　莉乃 17 　　〃

弓道

成年男子　監督１名　選手３名

区分 氏　名 年齢 所属（勤務先・学校名等） 備　　　考
監督 林　  泰臣 49 福山市弓道連盟
選手 岡本　雅生 64 (株)ちゅピCOM
〃 田中　晋平 50 広島大学（教）
〃 岩田　匠平 23 JFEスチール(株)西日本製鉄所福山地区


